
シリーズ

商品説明・仕様書
Description ＆ Specifications

【スマートフォン】
700_V2/702_V2/705_V2/801_V2

【タブレット】
710_V2/715_V2

【アクセサリー】
830_V2/841_V2/851_V2

こちらのＱＲコードから動画解説をご覧下さい

【盗難防止用展示台】

Jmax_v2



【Jmax_V2シリーズ一覧】

【Jmax_V2シリーズ特徴】

スマートフォンシリーズ

タブレットシリーズ

アクセサリシリーズ

※は、株式会社NTTドコモ様 例示品です。

700_V2/702_V2/705_V2/801_V2

710_V2/715_V2

830_V2/841_V2/851_V2

Jmax700_V2 Jmax702_V2 Jmax705_V2 Jmax801_V2
※ラインナップ什器 ※体験接客什器 (スマートフォン)

Jmax710_V2 Jmax715_V2
※体験接客什器（タブレット）

Jmax830_V2 Jmax841_V2 Jmax851_V2
※アクセサリー什器

高
高級感ある素材を使用することにより、

展示品を美しく魅せ一体感ある

デザインにて、防犯を感じさせません。

安
安定した設計で什器等への多少の振動

では展示台から落下しません。手に取っ

た時に実機の重さが体感できます。

長
長時間の稼働を実現。（７２０時間）

予備のバッテリーにより、停電時の

対策も万全です。

遠
遠方からでも動作状況が確認可能、
万が一警報が鳴っても簡単なリモコン
操作にて遠方からOFFに出来ます。



【導入時のセット内容】

【電源アダプタ】 【充電ケーブル】
①Type-C充電ｺｰﾄﾞ
（抜け防止ｺﾈｸﾀｼｰﾙ)

②アンドロイド充電ｺｰﾄﾞ
（抜け防止ｺﾈｸﾀｼｰﾙ)

③アンドロイド端子逆向き充電ｺｰﾄﾞ
（抜け防止ｺﾈｸﾀｼｰﾙ)

④ライトニング充電ｺｰﾄﾞ
（抜け防止ｺﾈｸﾀｼｰﾙ)

充電ケーブルは下記より選択【本体底面シール】

【リモコン】 【専用工具 特殊ドライバー】

Ｊmax700_V2
【スマートフォン盗難防止展示台】 充実した防犯性能とデザイン性

を兼ね備えたスマートフォン用
防犯展示台

（展示高さ ― 低）

【様々な機器に対応】
ダブルのセキュリティーインターフェース
により同時に他機器の防犯が可能になります。
専用ケーブルSEN601W-C120(別売)は、各種
周辺機器に対応しており、展示空間のバリエ
ーションが豊富になります。

【SEN601W-C120】

【本体上面ｼﾘｺﾝｼｰﾙ】【ｼｰﾙ剥がし器】

70０用（10個/１シート）

【本体底面ｼｰﾙ】

70０用(10枚/１セット）

(SEN614-C130)

【商品名】
【サ イ ズ】
【材 質】
【カ ラ ー】

Jmax700_V2
50mm(W)50mm(D)18mm(H)
ジュラルミン等
シルバー

製品情報

【導入時必須機器】 別売

【消耗品】 別売

【抜け防止ｺﾈｸﾀｼｰﾙ】

【抜け防止ｺﾈｸﾀｼｰﾙ】

【キッズ用ケーブル】



【位置決めホルダー】

Jmax700_V2本体に、
位置決めホルダーを
装着する事により、
商品展示位置が定まり、
壁掛け展示に対応
出来ます。

【位置決めホルダー＋防犯爪】

Jmax700_V2本体に、
位置決めホルダーと
防犯爪を装着する事
により、防犯力が高ま
ります。

(57～90㎜）

【魅せる展示空間へ】
Jmax700_V2本体に専用オプションを装着する事により、展示のバリエーションが
増え、お客様の購買意欲を高める展示空間を可能にしました。

Jmax700_V2 オプション

【展示イメージ 】

正面

横面

【JMAXﾎﾙﾀﾞｰ用両面ｼｰﾙ】

（５枚/1ｾｯﾄ）

【消耗品】 別売

【オプション】



【導入時のセット内容】

【リモコン】

Ｊmax702_V2
【スマートフォン盗難防止展示台】 充実した防犯性能とデザイン性

を兼ね備えたスマートフォン用
防犯展示台

（展示高さ ― 中）

【様々な機器に対応】
ダブルのセキュリティーインターフェース
により同時に他機器の防犯が可能になります。
専用ケーブルSEN601W-C120(別売)は、各種
周辺機器に対応しており、展示空間のバリエ
ーションが豊富になります。

【SEN601W-C120】

【商品名】
【サ イ ズ】
【材 質】
【カ ラ ー】

Jmax702_V2
50mm(W)55mm(D)60mm(H)
ジュラルミン等
シルバー

製品情報

【導入時必須機器】 別売

【消耗品】 別売

【本体上面ｼﾘｺﾝｼｰﾙ】【ｼｰﾙ剥がし器】

702用（10個/１シート）

【本体底面ｼｰﾙ】

702用(10枚/１セット）

【電源アダプタ】 【充電ケーブル】
①Type-C充電ｺｰﾄﾞ
（抜け防止ｺﾈｸﾀｼｰﾙ)

②アンドロイド充電ｺｰﾄﾞ
（抜け防止ｺﾈｸﾀｼｰﾙ)

③アンドロイド端子逆向き充電ｺｰﾄﾞ
（抜け防止ｺﾈｸﾀｼｰﾙ)

④ライトニング充電ｺｰﾄﾞ
（抜け防止ｺﾈｸﾀｼｰﾙ)

充電ケーブルは下記より選択【本体底面シール】

(SEN614-C130)

【抜け防止ｺﾈｸﾀｼｰﾙ】

【抜け防止ｺﾈｸﾀｼｰﾙ】

【キッズ用ケーブル】

【専用工具 特殊ドライバー】



【魅せる展示空間へ】
Jmax702_V2本体に専用オプションを装着する事により、展示のバリエーションが
増え、お客様の購買意欲を高める展示空間を可能にしました。

Jmax702_V2 オプション

【位置決めホルダー】

Jmax702_V2本体に、
位置決めホルダーを
装着する事により、
商品展示位置が定まり
壁掛け展示に対応
出来ます。

【位置決めホルダー＋防犯爪】

Jmax702_V2本体に、
位置決めホルダーと
防犯爪を装着する事
により、防犯力が高ま
ります。

(57～90㎜）

【展示イメージ 】

正面

横面

【JMAXﾎﾙﾀﾞｰ用両面ｼｰﾙ】

（５枚/1ｾｯﾄ）

【オプション 】

【消耗品】 別売



【導入時のセット内容】

【リモコン】

Ｊmax705_V2
【スマートフォン盗難防止展示台】 充実した防犯性能とデザイン性

を兼ね備えたスマートフォン用
防犯展示台

（展示高さ ― 高）

【様々な機器に対応】
ダブルのセキュリティーインターフェース
により同時に他機器の防犯が可能になります。
専用ケーブルSEN601W-C120(別売)は、各種
周辺機器に対応しており、展示空間のバリエ
ーションが豊富になります。

【SEN601W-C120】

【商品名】
【サ イ ズ】
【材 質】
【カ ラ ー】

Jmax705_V2
50mm(W)55mm(D)95mm(H)
ジュラルミン等
シルバー

製品情報

【導入時必須機器】 別売

【消耗品】 別売

【本体上面ｼﾘｺﾝｼｰﾙ】【ｼｰﾙ剥がし器】

705用（10個/１シート）

【本体底面ｼｰﾙ】

705用(10枚/１セット）

【電源アダプタ】 【充電ケーブル】
①Type-C充電ｺｰﾄﾞ
（抜け防止ｺﾈｸﾀｼｰﾙ)

②アンドロイド充電ｺｰﾄﾞ
（抜け防止ｺﾈｸﾀｼｰﾙ)

③アンドロイド端子逆向き充電ｺｰﾄﾞ
（抜け防止ｺﾈｸﾀｼｰﾙ)

④ライトニング充電ｺｰﾄﾞ
（抜け防止ｺﾈｸﾀｼｰﾙ)

充電ケーブルは下記より選択【本体底面シール】

(SEN614-C130)

【抜け防止ｺﾈｸﾀｼｰﾙ】

【抜け防止ｺﾈｸﾀｼｰﾙ】

【キッズ用ケーブル】

【専用工具 特殊ドライバー】



【魅せる展示空間へ】
Jmax705_V2本体に専用オプションを装着する事により、展示のバリエーションが
増え、お客様の購買意欲を高める展示空間を可能にしました。

Jmax705_V2 オプション

【位置決めホルダー】

Jmax705_V2本体に、
位置決めホルダーを
装着する事により、
商品展示位置が定まり
壁掛け展示に対応
出来ます。

【位置決めホルダー＋防犯爪】

Jmax705_V2本体に、
位置決めホルダーと
防犯爪を装着する事
により、防犯力が高ま
ります。

(57～90㎜）

【展示イメージ 】

正面

横面

【JMAXﾎﾙﾀﾞｰ用両面ｼｰﾙ】

（５枚/1ｾｯﾄ）

【オプション】

【消耗品】 別売



【導入時のセット内容】

Ｊmax710_V2
【タブレット盗難防止展示台】 充実した防犯性能とデザイン性を

兼ね備えたタブレット用防犯展示台

（展示高さ ― 低）

【様々な機器に対応】

ダブルのセキュリティーインターフェースにより
同時に他機器の防犯が可能になります。
専用ケーブルSEN601W-C120(別売)は、各種
周辺機器に対応しており、展示空間のバリエ
ーションが豊富になります。

【SEN601W-C120】

【商品名】
【サ イ ズ】
【材 質】
【カ ラ ー】

Jmax710_V2
50mm(W)50mm(D)28mm(H)
ジュラルミン等
シルバー

製品情報

【本体上面シリコンシール】

71０用（５組[４枚/１ｾｯﾄ]）

【電源アダプタ】 【充電ケーブル】
①Type-C充電ｺｰﾄﾞ
（抜け防止ｺﾈｸﾀｼｰﾙ)

②アンドロイド充電ｺｰﾄﾞ
（抜け防止ｺﾈｸﾀｼｰﾙ)

③アンドロイド端子逆向き充電ｺｰﾄﾞ
（抜け防止ｺﾈｸﾀｼｰﾙ)

④ライトニング充電ｺｰﾄﾞ
（抜け防止ｺﾈｸﾀｼｰﾙ)

充電ケーブルは下記より選択【本体底面シール】

(SEN614-C130)

【抜け防止ｺﾈｸﾀｼｰﾙ】

【リモコン】

【導入時必須機器】 別売

【消耗品】 別売

【ｼｰﾙ剥がし器】 【本体底面ｼｰﾙ】

710用(10枚/１セット）

【抜け防止ｺﾈｸﾀｼｰﾙ】

【専用工具 特殊ドライバー】



【魅せる展示空間へ】
Jmax710_V2本体に専用オプションを装着する事により、展示のバリエーションが
増え、お客様の購買意欲を高める展示空間を可能にしました。

Jmax710_V2 オプション

【位置決めホルダー】

Jmax710_V2本体に、
位置決めホルダーを
装着する事により、
商品展示位置が定まり
壁掛け展示に対応
出来ます。

【位置決めホルダー＋防犯爪】

Jmax710_V2本体に、
位置決めホルダーと
防犯爪を装着する事
により、防犯力が高ま
ります。

(88～155㎜）
(150～250㎜）

【展示イメージ】

正面

横面

【JMAXﾎﾙﾀﾞｰ用両面ｼｰﾙ】

（５枚/1ｾｯﾄ）

【オプション】

【消耗品】 別売



【導入時のセット内容】

Ｊmax715_V2
【タブレット盗難防止展示台】 充実した防犯性能とデザイン性を

兼ね備えたタブレット用防犯展示台

（展示高さ ― 高）

【商品名】
【サ イ ズ】
【材 質】
【カ ラ ー】

Jmax715_V2
50mm(W)55mm(D)110mm(H)
ジュラルミン等
シルバー

製品情報

【様々な機器に対応】

ダブルのセキュリティーインターフェースにより
同時に他機器の防犯が可能になります。
専用ケーブルSEN601W-C120(別売)は、各種
周辺機器に対応しており、展示空間のバリエ
ーションが豊富になります。

【SEN601W-C120】

【本体上面シリコンシール】

715用（５組[４枚/１ｾｯﾄ]）

【電源アダプタ】 【充電ケーブル】
①Type-C充電ｺｰﾄﾞ
（抜け防止ｺﾈｸﾀｼｰﾙ)

②アンドロイド充電ｺｰﾄﾞ
（抜け防止ｺﾈｸﾀｼｰﾙ)

③アンドロイド端子逆向き充電ｺｰﾄﾞ
（抜け防止ｺﾈｸﾀｼｰﾙ)

④ライトニング充電ｺｰﾄﾞ
（抜け防止ｺﾈｸﾀｼｰﾙ)

充電ケーブルは下記より選択【本体底面シール】

(SEN614-C130)

【抜け防止ｺﾈｸﾀｼｰﾙ】

【リモコン】

【導入時必須機器】 別売

【消耗品】 別売

【ｼｰﾙ剥がし器】 【本体底面ｼｰﾙ】

715用(10枚/１セット）

【抜け防止ｺﾈｸﾀｼｰﾙ】

【専用工具 特殊ドライバー】



【魅せる展示空間へ】
Jmax715_V2本体に専用オプションを装着する事により、展示のバリエーションが
増え、お客様の購買意欲を高める展示空間を可能にしました。

Jmax715_V2 オプション

【位置決めホルダー】

Jmax715_V2本体に、
位置決めホルダーを
装着する事により、
商品展示位置が定まり、
壁掛け展示に対応
出来ます。

【位置決めホルダー＋防犯爪】

Jmax715_V2本体に、
位置決めホルダーと
防犯爪を装着する事
により、防犯力が高ま
ります。

(88～155㎜）
(150～250㎜）

【展示イメージ 】

正面

横面

【JMAXﾎﾙﾀﾞｰ用両面ｼｰﾙ】

（５枚/1ｾｯﾄ）

【オプション 】

【消耗品】 別売



【導入時のセット内容】

【ﾘﾓｺﾝ】

Ｊmax801_V2
【スマートフォン盗難防止展示台】 充実した防犯性能とデザイン性

を兼ね備えたスマートフォン用
防犯展示台

（アクリル台）

【様々な機器に対応】
ダブルのセキュリティーインターフェース
により同時に他機器の防犯が可能になります。
専用ケーブルSEN601W-C120(別売)は、各種
周辺機器に対応しており、展示空間のバリエ
ーションが豊富になります。

【SEN601W-C120】

【ｼｰﾙ剥がし器】 【本体底面ｼｰﾙ】

801用(10枚/１セット）

【商品名】
【サ イ ズ】
【材 質】
【カ ラ ー】

Jmax801_V2
50mm(W)50mm(D)50mm(H)
ジュラルミン等
シルバー

製品情報

【導入時必須機器】 別売

【本体上面ｼﾘｺﾝｼｰﾙ】

【展示イメージ】

（10枚/1ｾｯﾄ）

【電源アダプタ】 【充電ケーブル】
①Type-C充電ｺｰﾄﾞ
（抜け防止ｺﾈｸﾀｼｰﾙ)

②アンドロイド充電ｺｰﾄﾞ
（抜け防止ｺﾈｸﾀｼｰﾙ)

③アンドロイド端子逆向き充電ｺｰﾄﾞ
（抜け防止ｺﾈｸﾀｼｰﾙ)

④ライトニング充電ｺｰﾄﾞ
（抜け防止ｺﾈｸﾀｼｰﾙ)

充電ケーブルは下記より選択【本体底面シール】

(SEN614-C130)

【抜け防止ｺﾈｸﾀｼｰﾙ】

【抜け防止ｺﾈｸﾀｼｰﾙ】

【消耗品】 別売

【専用工具 特殊ドライバー】



Ｊmax830_V2
【アクセサリーセキュリティーツール】

【様々な機器に対応】
ダブルのセキュリティーインターフェース
により同時に他機器の防犯が可能になります。
専用ケーブルSEN601W-C120(別売)は、各種
周辺機器に対応しており、展示空間のバリエ
ーションが豊富になります。

【SEN601W-C120】

【商品名】
【サ イ ズ】
【材 質】
【カ ラ ー】

Jmax830_V2
50mm(W)50mm(D)100mm(H)
ジュラルミン等
シルバー

製品情報

【展示イメージ】

【導入時のセット内容】

【センサーケーブル】

【ﾘﾓｺﾝ】

【ｼｰﾙ剥がし器】 【本体底面ｼｰﾙ】

(10枚/１セット）

(SEN630W-C120)

【導入時必須機器】 別売

【消耗品】 別売

【充電センサーケーブル】

(SEN631W-C120)
or

【電源アダプタ】

（ウォッチセキュリティ）

ウオッチ形状に合わせた展示台です。
ウオッチベルトクリップ上にランプがあり
サイズが調整できます。
Micro充電に対応しています。

(SEN630-C120)

(SEN631W-C120)

【専用工具 特殊ドライバー】

【本体上面ｼﾘｺﾝｼｰﾙ】

(10枚/１セット）



【様々な機器に対応】
ダブルのセキュリティーインターフェース
により同時に他機器の防犯が可能になります。
専用ケーブルSEN601W-C120(別売)は、各種
周辺機器に対応しており、展示空間のバリエ
ーションが豊富になります。

【SEN601W-C120】

【商品名】
【サ イ ズ】
【材 質】
【カ ラ ー】

Jmax841_V2
50mm(W)50mm(D)260mm(H)
ジュラルミン等
シルバー

製品情報

【展示イメージ】

【導入時のセット内容】

【ループ付センサーケーブル】

【ﾘﾓｺﾝ】

【ｼｰﾙ剥がし器】 【本体底面ｼｰﾙ】

(10枚/１セット）

(SEN603W-C120)

【導入時必須機器】 別売

【消耗品】 別売

【コード用センサーケーブル】

(SEN640W-C120)

or

Ｊmax841_V2
【アクセサリーセキュリティーツール】

（ヘッドホン・イヤホン）

耐久性のあるジュラルミン製の金属フレーム
高級感あるディスプレイスタンドにて、
ヘッドホン、イヤホンを設置することができます
センサーを切断したり電源コードを切断すると
アラームが鳴ります。

【専用工具 特殊ドライバー】



【導入時のセット内容】

【スマートペン用センサーケーブル】

【ﾘﾓｺﾝ】

Ｊmax851_V2
【アクセサリーセキュリティーツール】

【様々な機器に対応】
ダブルのセキュリティーインターフェース
により同時に他機器の防犯が可能になります。
専用ケーブルSEN601W-C120(別売)は、各種
周辺機器に対応しており、展示空間のバリエ
ーションが豊富になります。 【SEN601W-C120】

【ｼｰﾙ剥がし器】 【本体底面ｼｰﾙ】

(10枚/１セット）

(SEN651W-C120)

【商品名】
【サ イ ズ】
【材 質】
【カ ラ ー】

Jmax851_V2
50mm(W)50mm(D)45mm(H)
ジュラルミン等
シルバー

製品情報

【導入時必須機器】 別売

【消耗品】 別売

【展示イメージ】

（スマートペン）

スマートペンの特徴を強調するために、
外観はシンプルで高級感あるデザインを
採用しています。伸縮スプリングラインにて
顧客の利便性を確保しています。センサー
を切断したり電源コードを切断するとアラー
ムが鳴ります。

【専用工具 特殊ドライバー】

【スマートペンケーブル用シール】＊センサー部分の
シール851用

（10枚/1セット）
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